プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」
（全曲）

マリア・カラス（ソプラノ）

アントニーノ・ヴォットー、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1956年

狂乱の場

HB

ニコラ・レッシーニョ、フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1958年

WPCS-12943 ￥3,000（本体）+税

ヴェルディ：歌劇「アイーダ」
（全曲）

HB

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1955年

WPCS-13170/1（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ヴェルディ：歌劇「イル・トロヴァトーレ」
（全曲）
ヘルベルト・フォン・カラヤン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1956年

ヴェルディ：歌劇「リゴレット」
（全曲）

HB

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1955年

WPCS-12965/6（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ヴェルディ：歌劇「運命の力」
（全曲）

HB

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1954年

WPCS-12979/81（3枚組） ￥6,000（本体）+税

ヴェルディ：歌劇「仮面舞踏会」
（全曲）

アントニーノ・ヴォットー、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1956年

ヴェルディ：歌劇「椿姫」
（全曲）

HB

WPCS-12969/70（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ヴェルディ・アリア第１集

HB

ニコラ・レッシーニョ、フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1958年

WPCS-12942 ￥3,000（本体）+税

ヴェルディ・アリア第２集

HB

ニコラ・レッシーニョ、パリ音楽院管弦楽団
■録音：1963年

WPCS-12949 ￥3,000（本体）+税

ヴェルディ・アリア第３集

HB

ニコラ・レッシーニョ、パリ音楽院管弦楽団
■録音：1964-1965/1969年

WPCS-12954 ￥3,000（本体）+税

カラス・イン・パリ第１集

HB

ジョルジュ・プレートル、フランス国立管弦楽団
■録音：1961年

WPCS-12948 ￥3,000（本体）+税

カラス・イン・パリ第２集

HB

ジョルジュ・プレートル、パリ音楽院管弦楽団
■録音：1963年

WPCS-12953 ￥3,000（本体）+税

カラス・レアリティーズ

トゥリオ・セラフィン、フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団
■録音：1953-1960年

スカラ座のマリア・カラス

HB

■録音：1955年

WPCS-12945 ￥3,000（本体）+税

ドニゼッティ：歌劇「ランメルムーアのルチア」
（全曲）

トゥリオ・セラフィン、フィルハーモニア管弦楽団

ドニゼッティ：歌劇「ランメルムーアのルチア」
（全曲）

HB

ジョルジュ・プレートル、パリ・オペラ座管弦楽団

WPCS-12955/6（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ファースト・レコーディングス

アルトゥーロ・バジーレ、
トリノ・イタリア放送交響楽団
■録音：1949年

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団

プッチーニ：歌劇「トスカ」
（全曲）
プッチーニ：歌劇「トスカ」
（全曲）

HB

WPCS-13184/5（2枚組） ￥4,500（本体）+税

プッチーニ：歌劇「マノン・レスコー」
（全曲）

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1957年

HB

WPCS-12957/8（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ジョルジュ・プレートル、パリ音楽院管弦楽団
■録音：1964-1965年

HB

WPCS-12959/60（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ヴィクトル・デ・サーバタ、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1953年

HB

WPCS-12950 ￥3,000（本体）+税

プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」
（全曲）

■録音：1957年

HB

WPCS-13163/4（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ビゼー：歌劇「カルメン」
（全曲）
■録音：1964年

HB

WPCS-12974/5（2枚組） ￥4,500（本体）+税

トゥリオ・セラフィン、フィレンツェ五月祭管弦楽団
■録音：1953年

HB

WPCS-12951/2（2枚組） ￥4,500（本体）+税

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団

■録音：1959年

HB

WPCS-13178/9（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ガブリエーレ・サンティーニ、
トリノRAI交響楽団
■録音：1953年

HB

WPCS-13176/7（2枚組） ￥4,500（本体）+税

プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」
（全曲）

ヘルベルト・フォン・カラヤン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1955年

プッチーニ・アリア集

■録音：1954年

HB
WPCS-12941 ￥3,000（本体）+税

ベッリーニ：歌劇「ノルマ」
（全曲）

HB

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団

WPCS-12971/3（3枚組） ￥6,000（本体）+税

ベッリーニ：歌劇「ノルマ」
（全曲）

HB

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1954年

WPCS-13173/5（3枚組） ￥6,000（本体）+税

ベッリーニ：歌劇「清教徒」
（全曲）

HB

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1953年

WPCS-13160/1（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ベッリーニ：歌劇「夢遊病の女」
（全曲）

アントニーノ・ヴォットー、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1957年

ポンキエッリ：歌劇「ラ・ジョコンダ」
（全曲）
ポンキエッリ：歌劇「ラ・ジョコンダ」
（全曲）
マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
（全曲）
■録音：1953年

モーツァルト、ベートーヴェン、ウェーバー：リサイタル
■録音：1963-1964年

リリック＆コロラトゥーラ・アリア集
■録音：1954年

HB
WPCS-12944 ￥3,000（本体）+税

レオンカヴァッロ：歌劇「道化師」
（全曲）

HB

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1954年

WPCS-13172 ￥3,000（本体）+税

ロッシーニ＆ドニゼッティ・アリア集

HB

ニコラ・レッシーニョ、パリ音楽院管弦楽団
■録音：1963年

WPCS-12947 ￥3,000（本体）+税

ロッシーニ：歌劇「イタリアのトルコ人」
（全曲）

ジャナンドレア・ガヴァッツェーニ、
ミラノ・スカラ座管弦楽団

HB

WPCS-13180/1（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ロッシーニ：歌劇「セビリャの理髪師」
（全曲）

アルチェオ・ガリエラ、フィルハーモニア管弦楽団

HB

WPCS-12967/8（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ヴェルディ：歌劇「アイーダ」
（全曲：ライヴ）

オリヴィエーロ・デ・ファブリティース、メキシコ・パラシオ管弦楽団

SL

WPGS-10028/9（2枚組） ￥6,600（本体）+税

ヴェルディ：歌劇「椿姫」
（全曲：ライヴ）

フランコ・ギオーネ、リスボン・サン・カルロ劇場管弦楽団
■録音：1958年

HB

WPCS-12946 ￥3,000（本体）+税

トゥリオ・セラフィン、フィルハーモニア管弦楽団

■録音：1951年

HB

WPCS-13162 ￥3,000（本体）+税

ニコラ・レッシーニョ、パリ音楽院管弦楽団

■録音：1957年

HB

WPCS-12976/8（3枚組） ￥6,000（本体）+税

トゥリオ・セラフィン、
ミラノ・スカラ座管弦楽団

■録音：1954年

HB

WPCS-13165/7（3枚組） ￥6,000（本体）+税

アントニーノ・ヴォットー、
ミラノ・スカラ座管弦楽団
■録音：1959年

HB

WPCS-13182/3（2枚組） ￥4,500（本体）+税

アントニーノ・ヴォットー、
トリノRAI交響楽団
■録音：1952年

HB

WPCS-12961/2（2枚組） ￥4,500（本体）+税

トゥリオ・セラフィン、フィルハーモニア管弦楽団

■録音：1960年

HB

WPCS-13168/9（2枚組） ￥4,500（本体）+税

SL

WPGS-10030/1（2枚組） ￥6,600（本体）+税

ドニゼッティ：歌劇「ランメルモールのルチア」
（全曲：ライヴ） SL
ヘルベルト・フォン・カラヤン、ベルリンRIAS交響楽団
■録音：1955年

WPGS-10023/4（2枚組） ￥6,600（本体）+税

プッチーニ：歌劇「トスカ」
（全曲：ライヴ）

カルロ・フェリーチェ・チラーリオ、コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団
■録音：1964年

ベッリーニ：歌劇「ノルマ」
（全曲：ライヴ）

ヴィットリオ・グイ、コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団
■録音：1952年

SL

WPGS-10021/2（2枚組） ￥6,600（本体）+税

SL

WPGS-10032/3（2枚組） ￥6,600（本体）+税

ワーグナー：歌劇「パルジファル」
（イタリア語歌唱全曲：ライヴ） SL

ヴィットリオ・グイ、ローマRAI交響楽団
■録音：1950年

WPGS-10025/7（3枚組） ￥7,900（本体）+税

HB

WPCS-12963/4（2枚組） ￥4,500（本体）+税

※ 都合により、
生産中止、
廃盤となる場合がございます。
ご了承ください。

発売元：
（株）ワーナーミュージック・ジャパン

ワーナークラシックス
名盤SACDシリーズ

ヴェルディ：聖歌四篇、リベラ・メ、アヴェ・マリア

ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団＆合唱団
■録音：2012年

HB

ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団
■録音：2008-2014年

WPCS-12870 ￥3,000（本体）+税

ブリテン：戦争レクイエム

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲、交響曲第9番

ることにより、従来のＣＤでは得られなかった鮮明で自然な音を実現するもので

■録音：2011-2012年

■録音：2013年

レスピーギ：ローマ三部作

HB

WPCS-12843/4（2枚組） ￥4,500（本体）+税

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

WPGS-50021 ￥3,143（本体）+税

ストラヴィンスキー：春の祭典、管楽器のためのシンフォニー 他 HB
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2012/2007年

WPGS-50001 ￥3,143（本体）+税

の変換を行っております。
またプレスエ場へのマスター納品は､全てアビイ・ロー

■録音：2004年

プより、
アビイ・ロード・スタジオのリマスターテクニックを引き継いだ、Art & Son

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ブラームス（シェーンベルク編）
：ピアノ四重奏曲 他
ブラームス：ドイツ・レクイエム

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

スターも行われております。

マーラー：交響曲第5番

は、
オリジナル・マスターテープより24bit/96kHzデジタル音源に変換し、
日本人
名エンジニアによる最新の技術でリマスターを行いDSD化。
デジタル録音アルバムは、ハイレゾ音源から丁寧にSACD用に最適な変換方
式によりDSD化を行っております。

■録音：2008年

HB
WPGS-50025 ￥3,143（本体）+税

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2002年

WPGS-50030 ￥3,143（本体）+税

ムソルグスキー：展覧会の絵、ボロディン：交響曲第2番
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2007年

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

WPGS-50033 ￥3,143（本体）+税

ラフマニノフ：合唱交響曲「鐘」、交響的舞曲
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2012/2010年

エマニュエル・パユ、ザビーネ・マイヤー、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

SACDハイブリッド盤は、通常CDプレーヤーでも再生可能。
SACDシングルレイヤー盤は、SACD対応プレーヤーでのみ再生可能。
2in1シリーズは、SACDの長時間収録のメリットを生かして、LP、CD、
ハイブリッド盤では2枚となっていた音源を1枚に収録。

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

HB

ハイブリッド盤

SL

シングルレイヤー盤

WPGS-50034/5（2枚組） ￥4,571（本体）+税

チャイコフスキー：バレエ音楽
『くるみ割り人形』
（全曲）
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2009年

ハイドン：交響曲第88-92番

HB
WPGS-50037/8（2枚組） ￥4,571（本体）+税

ブルックナー：交響曲第9番（第4楽章付補筆完成版）

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2012年

HB

WPGS-50016/7（2枚組） ￥4,571（本体）+税

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2007年

HB

WPGS-50024 ￥3,143（本体）+税

ドヴォルザーク：交響詩集
■録音：2004年

HB

WPCS-12615 ￥3,000（本体）+税

ニールセン：フルート＆クラリネット協奏曲
■録音：2006年

HB

WPGS-50015 ￥3,143（本体）+税

メシアン：彼方の閃光
■録音：2004年

HB

WPGS-50023 ￥3,143（本体）+税

ベルリオーズ：幻想交響曲

Studioでの24bit/96kHzリマスター音源も加わりさらなる最新技術によるリマ
また、
テレフンケン
（テルデック）
とエラート・レーベルのアナログ録音アルバム

HB
WPGS-50036 ￥3,143（本体）+税

ブルックナー：交響曲第4番「ロマンティック」

■録音：2006年

HB

WPGS-50039 ￥3,143（本体）+税

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2006年

HB

WPGS-50022 ￥3,143（本体）+税

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2009年

WPGS-50031/2（2枚組） ￥3,143（本体）+税

ブラームス：交響曲全集

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2008年

WPGS-50018/20（3枚組） ￥5,714（本体）+税

フィリップ・ジョルダン（指揮）

ヴェルディ：レクイエム

HB

パリ国立オペラ座管弦楽団
■録音：2013年

WPCS-13058 ￥3,000（本体）+税

ムソルグスキー：展覧会の絵、プロコフィエフ：古典交響曲
パリ国立オペラ座管弦楽団
■録音：2016年

HB

WPGS-50002/3（2枚組） ￥3,143（本体）+税

HB

WPCS-13658 ￥3,000（本体）+税

ラヴェル：ダフニスとクロエ、ラ・ヴァルス

HB

パリ国立オペラ座管弦楽団
■録音：2014年

WPCS-13055 ￥3,000（本体）+税

■録音：2013年

オルフ：カルミナ・ブラーナ
■録音：2004年

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

パリ国立オペラ座管弦楽団

ドビュッシー：交響詩「海」、牧神の午後への前奏曲 他

2015年以降の旧EMIリマスターされたアルバムは､オリジナル・マスターテー

WPGS-50026/7（2枚組） ￥4,571（本体）+税

ワーグナー：
「ニーベルングの指環」からの管弦楽作品集

サイモン・ラトル（指揮）

録音の本質を活かした24bit/96kHzデジタル・リマスター､DSDフォーマットへ

丁寧に行うことに､最大のこだわりをもって行われております。

HB

WPCS-12841/2（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団

ド・スタジオから空輪で取り寄せたマスターを直接納品するなど､根本の作業を

HB

WPCS-12627 ￥3,000（本体）+税

マリオ・ブルネロ、ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団

■録音：2007年

HB

WPCS-12845 ￥3,000（本体）+税

名盤から厳選して、
日本独自企画でSACD化し発売しております。SACD化す

グ・マスター・テープをロンドンのEMIアーカイヴ、他より発掘し選択。それぞれの

■録音：2010年

■録音：2007年

チャイコフスキー：序曲集

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

マーラー：交響曲第9番

WPCS-13725 ￥3,000（本体）+税

アンナ・ネトレプコ、イアン・ボストリッジ、
トーマス・ハンプソン

スタジオの精鋭エンジニアたちがSACD化するにあたり最もふさわしいアナロ

マーラー：交響曲第２番
『復活』

■録音：2016年

ら、
ラトル、パッパーノらによる新録音まで、数多くのワーナークラシックス所有の

2014年までに旧EMIリマスターされた音源によるアルバムは､アビイ・ロード・

HB

WPGS-50028/9（2枚組） ￥4,571（本体）+税

サン＝サーンス：交響曲第３番「オルガン付き」、動物の謝肉祭 HB

ロッシーニ：序曲集

す。現在発売中の全タイトルをリスト化いたしました。

■録音：2006年

ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団、マルタ・アルゲリッチ

ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団＆合唱団

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

WPCS-12626 ￥3,000（本体）+税

■録音：2005-2006年

フルトヴェングラー、
カラヤン、マリア・カラスの往年の名演奏家による演奏か

ホルスト：組曲「惑星」
（冥王星付き）

アントニオ・パッパーノ（指揮）

HB

WPCS-13056/7（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ワシリー・ペトレンコ（指揮）

ラフマニノフ：交響曲第1番、交響詩「ロスティスラフ公」
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2013年

HB

WPCS-12885 ￥3,000（本体）+税

ラフマニノフ：交響曲第2番、歌劇「アレコ」より
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2011-2012年

HB

WPCS-12630 ￥3,000（本体）+税

ラフマニノフ：交響曲第3番、ヴォカリーズ 他

HB

ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：2009-2010年

WPCS-12886 ￥3,000（本体）+税

エマニュエル・アイム（指揮）

ヘンデル：メサイア

HB

ル・コンセール・ダストレ
■録音：2013年

WPCS-12876/7（2枚組） ￥4,500（本体）+税

アンドレ・クリュイタンス（指揮）

ドビュッシー：遊戯、管弦楽のための映像

HB

パリ音楽院管弦楽団
■録音：1963年

WPCS-13372 ￥3,000（本体）+税

ビゼー：アルルの女 第1&2組曲、カルメン組曲
パリ音楽院管弦楽団
■録音：1964年

ラヴェル：クープランの墓、亡き王女のためのパヴァーヌ 他
パリ音楽院管弦楽団
■録音：1962年

HB

パリ音楽院管弦楽団、ルネ・デュクロ合唱団
■録音：1962年

WPGS-50132 ￥2,857（本体）+税

ラヴェル：ボレロ、ラ・ヴァルス、スペイン狂詩曲
パリ音楽院管弦楽団
■録音：1961年

パリ音楽院管弦楽団
■録音：1962年

HB

WPGS-50134 ￥2,857（本体）+税

ルーセル：バッカスとアリアーヌ（第2組曲）、
くもの饗宴 他
2017年新リマスター音源

パリ音楽院管弦楽団、ボリス・クリストフ
■録音：1964年

SL

WPGS-10020 ￥4,300（本体）+税

ビゼー：アルルの女 第1&2組曲、カルメン組曲 他

SL

WPGS-10014 ￥4,300（本体）+税

ベートーヴェン：交響曲第1番、第2番 他

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1958-1960年

HB

WPGS-50133 ￥2,857（本体）+税

ラヴェル：マ・メール・ロワ、高貴で感傷的なワルツ

■録音：1963-1964年

HB

WPGS-50135 ￥2,857（本体）+税

ラヴェル：ダフニスとクロエ（全曲）

パリ音楽院管弦楽団

HB

WPGS-50124 ￥2,857+税

2017年新リマスター音源

SL
WPGS-10015 ￥4,300（本体）+税

1

ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」、第4番 他

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1958-1959年

2017年新リマスター音源

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、第6番「田園」他

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1958-1960年

2017年新リマスター音源

ベートーヴェン：交響曲第7番、第8番 他／リスト：前奏曲
2017年新リマスター音源

ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱」

2017年新リマスター音源

SL

WPGS-10018 ￥4,300（本体）+税

SL

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1957年

SL

WPGS-10017 ￥4,300（本体）+税

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1957-1969年

SL

WPGS-10016 ￥4,300（本体）+税

WPGS-10019 ￥4,300（本体）+税

ラヴェル：ダフニスとクロエ、クープランの墓、亡き王女のためのパヴァーヌ 他 SL
パリ音楽院管弦楽団
■録音：1962年

WPGS-10013 ￥4,300（本体）+税

ラヴェル：ボレロ、ラ・ヴァルス、スペイン狂詩曲、マ・メール・ロワ 他 SL
パリ音楽院管弦楽団
■録音：1961-1962年

WPGS-10012 ￥4,300（本体）+税

オルフ：カルミナ・ブラーナ

■録音：1972年

2in1

チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」
（全曲）
■録音：1972年

チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」
（全曲）

HB

WPGS-50125/6（2枚組） ￥4,286（本体）+税

チャイコフスキー：バレエ音楽「眠りの森の美女」
（全曲）

ロンドン交響楽団
■録音：1974年

HB

WPGS-50104/5（2枚組） ￥4,286（本体）+税

ロンドン交響楽団
■録音：1976年

SL

WPGS-10049 ￥4,300（本体）+税

ロンドン交響楽団

HB

WPCS-13540/2（3枚組） ￥6,000（本体）+税

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1971-1972年

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー（指揮）

ウィーンのフルトヴェングラー 第1集
■録音：1948-1954年

HB
WPCS-12904 ￥2,800（本体）+税

ウィーンのフルトヴェングラー 第2集

HB

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1950-1954年

WPCS-12905 ￥2,800（本体）+税

ウィーンのフルトヴェングラー 第3集

HB

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1950-1951年

WPCS-12906 ￥2,800（本体）+税

チャイコフスキー：交響曲第4番、
「弦楽セレナード」より

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1951/1950年

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1938年

WPCS-12909 ￥2,800（本体）+税

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲、二重協奏曲

ユーディ・メニューイン／ヴィリー・ボスコフスキー、エマヌエル・ブラベッツ
■録音：1949/1952年

ブラームス：交響曲第1番 他

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1949年

ブラームス：交響曲第2番、第3番

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1952/1949年

ブラームス：交響曲第4番 他

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1948年

ブルックナー：交響曲第7番

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1949年

2

HB

WPCS-12908 ￥2,800（本体）+税

チャイコフスキー：交響曲第6番「悲愴」

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番、モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番 HB

エドウィン・フィッシャー／イヴォンヌ・ルフェビュール
■録音：1951/1954年

WPCS-12910 ￥2,800（本体）+税

ベートーヴェン：フィデリオ（全曲）

ヴォルフガング・ヴィントガッセン、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1953年

ベートーヴェン：交響曲第1番＆第3番「英雄」

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1952年

ベートーヴェン：交響曲第2番＆第4番

■録音：1948/1952年

HB
WPCS-12892 ￥2,800（本体）+税

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」＆第7番

■録音：1954/1950年

ベートーヴェン：交響曲第6番「田園」＆第8番

■録音：1952/1948年

ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱」

■録音：1951年

HB
WPCS-12895 ￥2,800（本体）+税

マーラー：さすらう若人の歌、ヴォルフ:歌曲集

ディートリヒ・フィッシャー＝ディースカウ、エリーザベト・シュヴァルツコップ

ユーディ・メニューイン／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1952/1953年

HB

WPCS-12912 ￥2,800（本体）+税

HB
WPCS-12896 ￥2,800（本体）+税

HB
WPCS-12897 ￥2,800（本体）+税

HB
WPCS-12898 ￥2,800（本体）+税

HB
WPCS-12901 ￥2,800（本体）+税

HB

WPCS-12913 ￥2,800（本体）+税

HB

WPCS-12907 ￥2,800（本体）+税

R・シュトラウス：管弦楽曲集

HB

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1950-1954年

WPCS-12903 ￥2,800（本体）+税

ワーグナー：トリスタンとイゾルデ（全曲）

キルステン・フラグスタート、フィルハーモニア管弦楽団

HB

WPGS-50055/8（4枚組） ￥7,429（本体）+税

ワーグナー：ワルキューレ
（全曲）

レオニー・リザネク、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

HB

WPGS-50059/61（3枚組） ￥6,000（本体）+税

ワーグナー：管弦楽曲集第1集

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団／フィルハーモニア管弦楽団

HB

WPCS-12899 ￥2,800（本体）+税

ワーグナー：管弦楽曲集第2集

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

HB

WPCS-12900 ￥2,800（本体）+税

ワーグナー：ニーベルングの指環（全曲）
RAIローマ交響楽団
■録音：1953年

HB

WPGS-50077/8（2枚組） ￥4,571（本体）+税

メンデルスゾーン、バルトーク：ヴァイオリン協奏曲

■録音：1938-1950年

HB

WPCS-12894 ￥2,800（本体）+税

バイロイト祝祭管弦楽団&合唱団

■録音：1949-1954年

HB

WPCS-12893 ￥2,800（本体）+税

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団／ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団

■録音：1954年

HB

WPGS-50079/80（2枚組） ￥4,571（本体）+税

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

■録音：1952年

HB

WPCS-12891 ￥2,800（本体）+税

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

■録音：1952/1953年

HB

WPGS-50081/2（2枚組） ￥4,571（本体）+税

■録音：1949/1947年

HB

HB

WPCS-12911 ￥2,800（本体）+税

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

WPCS-12575/6（2枚組） ￥4,286（本体）+税

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

■録音：1953年

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク 他

ヴァーツラフ・ノイマン（指揮）

ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集（全曲）、スラヴ狂詩曲

ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲、ロマンス

ユーディ・メニューイン、フィルハーモニア管弦楽団

■録音：1937/1947年

WPCS-13329 ￥3,000（本体）+税

チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」
（全曲）

ロンドン交響楽団

WPCS-12902 ￥2,800（本体）+税

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団／ユーディ・メニューイン、ルツェルン祝祭管弦楽団

HB

■録音：1974年

HB

■録音：1949年

ベートーヴェン：交響曲第5番、ヴァイオリン協奏曲 他

アンドレ・プレヴィン（指揮）

ロンドン交響楽団＆合唱団

ブルックナー：交響曲第8番

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

HB

WPGS-50083/95（13枚組） ￥26,190（本体）+税

シューマン：交響曲全集
■録音：1972年

ホルスト：組曲「惑星」
■録音：1978年

ホルスト：組曲「惑星」

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1966年

■録音：1956-1958年

WPGS-50138/40（3枚組） ￥5,714（本体）+税

J.S.バッハ：マタイ受難曲
■録音：1960-1961年

J.S.バッハ：ミサ曲ロ短調
■録音：1967年

J.S.バッハ：管弦楽組曲（全4曲）
■録音：1969年

HB

WPCS-13544/5（2枚組） ￥4,500（本体）+税

シューベルト：交響曲第8番、第9番

HB

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1963/1960年

WPCS-13533 ￥3,000（本体）+税

ハイドン：交響曲第100番「軍隊］、第102番

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1965年

ハイドン：交響曲第88番「Ｖ字」、第104番「ロンドン」

■録音：1964年

ハイドン：交響曲第92番「オクスフォード」、第95番

■録音：1971/1970年

HB
WPCS-13269 ￥3,000（本体）+税

HB

WPCS-13537 ￥3,000（本体）+税

ハイドン：交響曲第98番、第101番「時計」

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1960年

HB

WPCS-13539 ￥3,000（本体）+税

ブラームス：交響曲全集、アルト・ラプソディ 他

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1954-1962年

HB

WPCS-13242/4（3枚組） ￥6,000（本体）+税

ブルックナー：交響曲第6番

HB

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1964年

WPCS-13317 ￥3,000（本体）+税

ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」、
「レオノーレ」序曲

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1955/1954年

HB

WPCS-13208 ￥3,000（本体）+税

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、第7番

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1955年

HB

WPCS-13218 ￥3,000（本体）+税

ベートーヴェン：荘厳ミサ曲

HB

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1965年

WPGS-50112 ￥2,857（本体）+税

マーラー：交響曲第７番「夜の歌」

HB

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1969年

WPGS-50154/5（2枚組） ￥4,286（本体）+税

マーラー：大地の歌

HB

クリスタ・ルートヴィヒ、フリッツ・ヴンダーリヒ
■録音：1964/1966年

WPGS-50101 ￥2,857（本体）+税

メンデルスゾーン：真夏の夜の夢

HB

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1960年

WPGS-50103 ￥2,857（本体）+税

モーツァルト：歌劇「魔笛」
（全曲）
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2016年新リマスター音源

2017年新リマスター音源

SL

WPGS-10051 ￥4,300（本体）+税

SL

フィルハーモニア管弦楽団

■録音：1968年

HB

WPCS-13536 ￥3,000（本体）+税

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

■録音：1964年

HB

WPCS-13538 ￥3,000（本体）+税

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

WPGS-10004/5（2枚組） ￥6,400（本体）+税

SL

WPGS-10037/8（2枚組） ￥6,600（本体）+税

ヴェルディ：レクイエム、聖歌四篇
■録音：1963/1962年

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1962/1959年

2016年新リマスター音源

クルト・レーデル（指揮）

ミュンヘン・プロ・アルテ管弦楽団
■録音：1972年

HB

WPCS-13328 ￥3,000（本体）+税

HB

WPCS-12570 ￥3,048（本体）+税

シャルル・ミュンシュ（指揮）

ベルリオーズ：幻想交響曲

HB

パリ管弦楽団

■録音：1967年

WPGS-50099 ￥2,857（本体）+税

ベルリオーズ：幻想交響曲、ブラームス：交響曲第1番

パリ管弦楽団

■録音：1967/1968年

2in1

SL

WPGS-10048 ￥4,300（本体）+税

ジャン・マルティノン（指揮）

ドビュッシー：管弦楽曲全集

HB

ジャン・マルティノン、フランス国立放送管弦楽団
■録音：1973-1974年

WPGS-50127/30（4枚組） ￥7,143（本体）+税

ジョージ・セル（指揮）

ドヴォルザーク：交響曲第8番

HB

クリーヴランド管弦楽団
■録音：1970年

WPGS-50100 ￥2,857（本体）+税

ドヴォルザーク：交響曲第8番、シューベルト：交響曲第9番
クリーヴランド管弦楽団
■録音：1970年

2in1

SL

WPGS-10052 ￥4,300（本体）+税

ジョン・バルビローリ（指揮）

シベリウス：管弦楽曲集

HB

ハレ管弦楽団

■録音：1966年

WPGS-50115 ￥2,857（本体）+税

マーラー：交響曲第9番

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1964年

WPGS-50102 ￥2,857（本体）+税

トーマス・ビーチャム（指揮）

ビゼー：歌劇「カルメン」
（全曲）

SL

ビクトリア・デ・ロス・アンヘレス、ニコライ・ゲッダ
■録音：1958-1959年

WPGS-10009/11（3枚組） ￥7,700（本体）+税

ヘルベルト・フォン・カラヤン（指揮）

ウィーン・フィル名演集1946-49

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1946-1949年

HB

WPCS-12696/7（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ウェーバー、ワーグナー、ニコライ＆メンデルスゾーン：管弦楽作品集 HB
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1960年

オペラ・バレエ曲集

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1960年

■録音：1959年

WPCS-13345/6（2枚組） ￥4,500（本体）+税

SL

WPGS-10006/8（3枚組） ￥7,700（本体）+税

L.モーツァルト：おもちゃの交響曲、モーツァルト：コントルダンス 他

フィルハーモニア管弦楽団

HB

ドビュッシー：海、夜想曲、ラヴェル：ダフニスとクロエ 他

WPCS-13534 ￥3,000（本体）+税

オペラ間奏曲集

カルロ・マリア・ジュリーニ（指揮）

フィルハーモニア管弦楽団

HB

■録音：1971年

■録音：1959年

WPCS-13156/7（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

マーラー：交響曲第1番「巨人」

シカゴ交響楽団

モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
（全曲）

HB

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

WPCS-13548 ￥3,000（本体）+税

フィルハーモニア管弦楽団

HB

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

HB

HB

WPCS-13138/40（3枚組） ￥6,000（本体）+税

ワーグナー：歌劇「さまよえるオランダ人」
（全曲）

WPGS-50131 ￥2,857（本体）+税

■録音：1971年

オットー・クレンペラー（指揮）

フィルハーモニア管弦楽団

HB

シカゴ交響楽団

WPCS-13371 ￥3,000（本体）+税

■録音：1960年

エイドリアン・ボールト（指揮）

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

エイトール・ヴィラ＝ロボス、フランス国立放送管弦楽団

フィルハーモニア管弦楽団

HB

ドレスデン・シュターツカペレ

ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第１, 2, 5, 9番

メンデルスゾーン：交響曲第3番、夏の夜の夢 他

ヴォルフガング・サヴァリッシュ（指揮）

ベートーヴェン：交響曲第7番

エイトル・ヴィラ＝ロボス（指揮）

カラヤン・イン・パリ

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1978-1979年

シベリウス：交響曲第2番

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1960年

WPCS-12691 ￥3,000（本体）+税

HB
WPCS-12681 ￥3,000（本体）+税

HB
WPCS-12682 ￥3,000（本体）+税

HB
WPCS-12695 ￥3,000（本体）+税

HB
WPCS-12684 ￥3,000（本体）+税

3

シベリウス：交響曲第5番、フィンランディア 他
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1976年

2in1

シベリウス：交響曲第5番 他

SL

WPGS-10046 ￥4,300（本体）+税

HB

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1959年

WPCS-12685 ￥3,000（本体）+税

チャイコフスキー：交響曲第4番

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1960年

WPCS-12690 ￥3,000（本体）+税

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」、シベリウス：交響曲第2番 他
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1977/1980年

SL

WPGS-10039 ￥4,300（本体）+税

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」他
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1977年

HB

WPGS-50114 ￥2,857（本体）+税

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」他
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1957/1958年

HB

WPCS-12692 ￥3,000（本体）+税

バルトーク：弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 他

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1957/1960年

HB

WPCS-12688 ￥3,000（本体）+税

フィルハーモニア管弦楽団名演集

HB

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1949/1953年

WPCS-12701/2（2枚組） ￥4,500（本体）+税

ブラームス：ドイツ・レクイエム

HB

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1947年

WPCS-12698 ￥3,000（本体）+税

ブルックナー：交響曲第7番

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1970-1971年

WPCS-12693 ￥3,000（本体）+税

プロムナード・コンサート

HB

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1960年

WPCS-12680 ￥3,000（本体）+税

ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱」、第8番

フィルハーモニア管弦楽団（ステレオ録音）
■録音：1955年

HB

WPCS-12678/9（2枚組） ￥4,500（本体）+税

モーツァルト、ベートーヴェン名演集

HB

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1952-1954年

WPCS-12699/700（2枚組） ￥4,500（本体）+税

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク 他
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 他
■録音：1955-1960年

HB

WPCS-12686 ￥3,000（本体）+税

モーツァルト：交響曲第29, 38番、シューベルト：交響曲第5番 HB
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 他
■録音：1958/1960年

WPCS-12689 ￥3,000（本体）+税

レスピーギ：ローマの松、ベルリオーズ：ローマの謝肉祭 他
フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1958年

HB

WPCS-12683 ￥3,000（本体）+税

ワーグナー：管弦楽曲集＆シューマン：交響曲第４番
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1957年

HB

WPCS-12687 ￥3,000（本体）+税

ワーグナー管弦楽曲集 1

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1974年

WPGS-50122 ￥2,857（本体）+税

ワーグナー管弦楽曲集 2

HB

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1974年

WPGS-50123 ￥2,857（本体）+税

ワーグナー管弦楽曲集1＆2

SL

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1974年

WPGS-10040 ￥4,300（本体）+税

チャイコフスキー：後期３大交響曲集、ドヴォルザーク：交響曲第8番 SL
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1971/1979年

2in1

WPGS-10044/5（2枚組） ￥6,400（本体）+税

2017年新リマスター音源

WPGS-10034/6（3枚組） ￥7,900（本体）+税

R・シュトラウス：楽劇「ばらの騎士」
（全曲）

フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1956年

R・シュトラウス：英雄の生涯、家庭交響曲

SL

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1974/1973年

SL

WPGS-10041 ￥4,300（本体）+税

レナード・バーンスタイン（指揮）

シューマン：チェロ協奏曲、ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番 他 SL
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ、アレクシス・ワイセンベルク
■録音：1976/1979年 2018年新リマスター音源 2in1

4

WPGS-10043 ￥4,300（本体）+税

ベルリオーズ：幻想交響曲、イタリアのハロルド

フランス国立管弦楽団、
ドナルド・マッキネス
■録音：1976年

2018年新リマスター音源 2in1

SL

WPGS-10042 ￥4,300（本体）+税

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21, 23, 30, 31番

アルトゥール・シュナーベル（ピアノ）

ワルター・ギーゼキング
■録音：1951/1955年

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ集（第21-25, 27, 30-32番）HB

アルトゥール・シュナーベル
■録音：1932-1935年

WPCS-13151/2（2枚組） ￥4,500（本体）+税

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
■録音：1970年

■録音：1973-1974年

WPGS-50141 ￥2,857（本体）+税

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、フランク：交響的変奏曲
ヘルベルト・フォン・カラヤン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1972年

HB

WPGS-50106 ￥2,857（本体）+税

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 他、チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第１番 SL
ヘルベルト・フォン・カラヤン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、パリ管弦楽団
■録音：1972/1970年

2in1

WPGS-10047 ￥4,300（本体）+税

ショパン、ウェーバー、メンデルスゾーン：ピアノ作品集

アルチェオ・ガリエラ、フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1960/1951年

HB

■録音：1966年

WPGS-50147/8（2枚組） ￥4,286（本体）+税

ドビュッシー：ピアノ作品集

HB

サンソン・フランソワ

■録音：1968-1970年

WPGS-50118/21（4枚組） ￥7,143（本体）+税

ラヴェル：ピアノ協奏曲 左手のためのピアノ協奏曲
アンドレ・クリュイタンス、パリ音楽院管弦楽団
■録音：1959年

HB

WPGS-50116 ￥2,857（本体）+税

（ピアノ）
ディヌ・リパッティ

ブザンソン音楽祭における最後のリサイタル

ディヌ・リパッティ
■録音：1950年

■録音：1947/1948年

WPGS-50136 ￥2,857（本体）+税

グリーグ＆シューマン：ピアノ協奏曲

SL

ヘルベルト・フォン・カラヤン、アルチェオ・ガリエラ
■録音：1947/1948年

HB
HB

ヘルベルト・フォン・カラヤン、アルチェオ・ガリエラ

2018 DSD 11.2MHzマスター

WPGS-10054 ￥4,200（本体）+税

■録音：1960/1968年

■録音：1977年

HB

マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）

■録音：1977年

アンナー・ビルスマ（チェロ）

イタリア・バロック、チェロ名曲集
■録音：1968年

WPCS-12602 ￥3,048（本体）+税

ショパン、フランク：チェロ・ソナタ
■録音：1968/1971年

WPGS-50159 ￥2,857（本体）+税

ハイドン：チェロ協奏曲ニ長調 モン：チェロ協奏曲

ジョン・バルビローリ、ロンドン交響楽団
■録音：1967年

ハイドン：チェロ協奏曲ハ長調 ボッケリーニ：チェロ協奏曲

■録音：1967年

HB
WPGS-50160 ￥2,857（本体）+税

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

HB

ダニエル・バレンボイム、シカゴ交響楽団
■録音：1970年

WPGS-50108 ￥2,857（本体）+税

2in1

WPGS-50097 ￥3,143（本体）+税

■録音：1965年

HB

WPGS-50098 ￥3,143（本体）+税

HB
WPGS-50096 ￥3,143（本体）+税

WPGS-10050 ￥4,300（本体）+税

シューマン、サン＝サーンス、ハイドン 他：チェロ協奏曲集

ダニエル・バレンボイム、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団、イギリス室内管弦楽団
■録音：1968/1967年

2in1

SL

WPGS-10053 ￥4,300（本体）+税

パブロ・カザルス（チェロ）

■録音：1936-1939年

幻のショパン・レコーディング

HB

WPGS-50157 ￥2,857（本体）+税

J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲（全曲）

マルタ・アルゲリッチ

HB

WPGS-50142 ￥2,857（本体）+税

ダニエル・バレンボイム、イギリス室内管弦楽団

WPGS-50110/1（2枚組） ￥4,286（本体）+税

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（チェロ）

Ｒ・シュトラウス：交響詩「ドン・キホーテ」

ヘルベルト・フォン・カラヤン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
■録音：1975年

WPCS-12603 ￥3,048（本体）+税

HB

WPCS-12604 ￥3,048（本体）+税

ロベール・ヴェイロン＝ラクロワ（チェンバロ）

名器の響き 鍵盤楽器の歴史的名器

HB

ロベール・ヴェイロン＝ラクロワ
■録音：1976-1977年

WPCS-12549 ￥3,048（本体）+税

マリー＝クレール・アラン（オルガン）

モーツァルト：教会ソナタ

ジャン＝フランソワ・パイヤール、パイヤール室内管弦楽団
■録音：1964-1965年

HB

WPCS-12571 ￥3,048（本体）+税

モーツァルト：フルート協奏曲集

HB

カール・リヒター、
ミュンヘン・バッハ管弦楽団
■録音：1960-1962年

WPCS-12572/3（2枚組） ￥4,286（本体）+税

モーツァルト：ホルン協奏曲集

ヘルベルト・フォン・カラヤン、フィルハーモニア管弦楽団
■録音：1953年

HB

WPGS-50109 ￥2,857（本体）+税

モーツァルト：ホルン協奏曲集

ニコラウス・アーノンクール、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
■録音：1973年

HB

WPCS-12574 ￥3,048（本体）+税

フランス・ブリュッヘン（リコーダー）

ブロックフレーテ協奏曲集

ニコラウス・アーノンクール、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
■録音：1967年

HB

WPCS-12601 ￥3,048（本体）+税

プラシド・
ドミンゴ（テノール）

ベルカント・ドミンゴ

ネッロ・サンティ、ベルリン・
ドイツ・オペラ管弦楽団
■録音：1968年

HB

WPCS-12605 ￥3,048（本体）+税

ヴィクトリア・デ・ロス・アンへレス（ソプラノ）

ショーソン：愛と海の詩、カントルーブ：オーヴェルニュの歌

ジャン・ピエール・ジャキャ、コンセール・ラムルー管弦楽団
■録音：1969年

HB

WPCS-13219 ￥3,000（本体）+税

エリーザベト・シュヴァルツコップ（ソプラノ）

HB

パブロ・カザルス

HB

■録音：1970年

ヘルマン・バウマン（ホルン）

HB

ダニエル・バレンボイム

J.S.バッハ：チェンバロ作品集

グスタフ・レオンハルト

デニス・ブレイン（ホルン）

HB

グスタフ・レオンハルト

SL

WPGS-10001 ￥4,300（本体）+税

オーレル・ニコレ（フルート）

WPCS-12547 ￥3,048（本体）+税

■録音：1978/1979年

■録音：1978/1979年

HB

HB

エドアルド・ファリーナ

J.S.バッハ：パルティータ第2番 他（コンセルトヘボウ・ライヴ） HB

マルタ・アルゲリッチ

マルタ・アルゲリッチ

HB

WPGS-50137 ￥2,857（本体）+税

名器の響き～ヴァイオリンの歴史的名器

■録音：1970/1965年

WPCS-12554 ￥3,048（本体）+税

ラヴェル：夜のガスパール 他（コンセルトヘボウ・ライヴ）

HB

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 他、エルガー：チェロ協奏曲 他 SL
ダニエル・バレンボイム、ジョン・バルビローリ

マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

アルミン・ジョルダン、モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団

■録音：1958年

■録音：1967-1968年

WPCS-13543 ￥3,000（本体）+税

ショパン：ピアノ協奏曲第1, 2番

アンドレ・クリュイタンス、フランス国立放送管弦楽団

ダニエル・バレンボイム

HB

パウル・クレツキ、フィルハーモニア管弦楽団

HB

WPCS-13344 ￥3,000（本体）+税

ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲

■録音：1977年

■録音：1965-1968年

WPCS-13270 ￥3,000（本体）+税

ブラームス：チェロ・ソナタ集

マウリッツィオ・ポリーニ（ピアノ）

ショパン：ピアノ協奏曲第１番、夜想曲 他

ブラームス：二重協奏曲、ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲

■録音：1956/1954年

カルロ・マリア・ジュリーニ、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

モーリス・アンドレ、アンナー・ビルスマ 他

WPGS-50107 ￥2,857（本体）+税

ピエール・フルニエ、アルチェオ・ガリエラ

ドヴォルザーク、サン＝サーンス：チェロ協奏曲

フンメル、ハイドン、ボッケリーニ：協奏曲集

ジャクリーヌ・デュ・プレ（チェロ）

WPGS-50117 ￥2,857（本体）+税

グリーグ＆シューマン：ピアノ協奏曲

HB

ピエール・アモイヤル（ヴァイオリン）

HB

サンソン・フランソワ

■録音：1969年

■録音：1954-1958年

サンソン・フランソワ（ピアノ）

ショパン：夜想曲集

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲、二重協奏曲

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ、ジョージ・セル

HB

WPGS-50158 ￥2,857（本体）+税

グスタフ・レオンハルト（チェンバロ）

ダヴィッド・オイストラフ（ヴァイオリン）

ロヴロ・フォン・マタチッチ、アルチェオ・ガリエラ

WPCS-13245 ￥3,000（本体）+税

HB

WPCS-12552 ￥3,048（本体）+税

プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲、ソナタ

クラウディオ・アラウ（ピアノ）

■録音：1977年

ジェルジ・テレベシ（ヴァイオリン）

ソーニャ・ブルンバウアー

HB

ヘルベルト・フォン・カラヤン、パリ管弦楽団

カルロ・マリア・ジュリーニ、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

WPCS-13158 ￥3,000（本体）+税

パガニーニ：ヴァイオリンとギターの音楽第１集

アレクシス・ワイセンベルク（ピアノ）

ドヴォルザーク、サン＝サーンス：チェロ協奏曲

ワルター・ギーゼキング（ピアノ）

マーラー：歌曲集「子供の不思議な角笛」

ディートリヒ・フィッシャー＝ディースカウ、ジョージ・セル
■録音：1969年

R・シュトラウス：歌曲集

ジョージ・セル、ベルリン放送交響楽団、ロンドン交響楽団
■録音：1968年

HB

WPCS-13318 ￥3,000（本体）+税

HB

WPGS-50113 ￥2,857（本体）+税

SL

WPGS-10002 ￥4,300（本体）+税
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